２０１５年４月５日（日）
インターナショナル

鍼灸ワークショップ２０１５
（東京日本橋

三景書店主催）

海外からの研修生へ、日本鍼灸の新しい刺さない鍼の“陰陽太極鍼”を指導して参りまし
た。

フランス、イタリア、インドネシア、カナダ、オーストラリアの各国の方々が参加。
当日は 9：00 からデモンストレーションで、膝痛、首痛、腰痛、坐骨神経痛などの方々を、
次々と置くだけの鍼治療で治療し、全員とても楽になり、参加者の方たちも興味深く熱心
に勉強されました。

痛い所、悪い所には一切触れず、遠隔の陰陽のバランスをとる“開穴”に３ｍｍの小さな
針や王不留行の種を貼るだけの新しい鍼灸治療法を実技公開。

研修後に、海外の研修生から主催者へ届けられたコメントを紹介します。
＜インドネシアのレサさんより＞
The Yin Yang Taikyoku Shin technique, as being taught by Yoshikawa Sensei, was
such an eye-opening experience. She was able to demonstrate an efficient treatment
without any needle insertion that brings almost instant results. I am not new to
meridian therapy and relationships, but her ways of palpating each meridian is very
unique and I have never witnessed before. Since I came back to my country, I have used
her technique with quite remarkable success here. In fact just few hours ago, I helped
a friend completely eliminate a migraine that has lasted for two days, using 1 seed
(ryu), the whole treatment took less than 3 minutes. She was so surprised and happy.
Thank you for sharing and teaching this to us"
吉川先生から教えていただいた“陰陽太極鍼”は、目がさめるような体験でした。
先生の刺さない針の即効性を実感しました。先生はどんな鍼も刺入することなく、ほとんどすぐに結果を出す効
果的な治療法を公開してくれました。私は経絡治療関係で長年やってきましたが、先生の各経絡を触診するとい
う方法はとてもユニークで、私は今まで見たことがありませんでした。自分の国へ帰ってから、早速このテクニ
ックを使い、ここでも注目すべき成果をあげています。数時間前のことですが、私は１つの王不留行の種子を使
って、友人の２日間続いていた片頭痛を完璧に治してあげました。全治療時間は３分もかかりませんでした。
彼女はとても驚き、感謝してくれました。
今回参加できて、この方法を教えて頂きまして、どうもありがとうございました。

＜イタリアのルカさんより＞
Hello Yoshikawa Sensei,
My name is Luca, I'm from Italy, and i have partecipated to your lesson at the workshop
we have attended in Tokyo.
Hiroshi San told me you'd like us to send you our comments and thoughts about your
lesson.
I really appreciated it. I'm a Shiatsu Therapist here in Italy and i can use your way of
treating very well!I think your method is one of the best because patients don't feel any
pain and i think it is important.I also enjoyed your method of dyagnosis. really
accurate.I'd like to work again with you in order to understand better ．
Thank you very much
Hope to hear from you soon
吉川先生こんにちは。
私はルカと申します。東京で行われたワークショップにイタリアから参加しました。
三景書店の榎本ヒロシさんから、吉川先生のワークショップの感想を聞かせて下さいと言われましたので、お便
り致します。
私はとても感謝しております。私はイタリアでは指圧師ですが、教えて頂いた方法はとても良いです。この方法
は、患者にどんな痛みも感じさせない、最も良い方法の１つであり、私はとても重要なことだと思っています。
診断法も正確なので、とても嬉しいです。もっと良く理解できるように、また勉強に行きたいです。
どうもありがとうございました。

●インターナショナル鍼灸ワークショップ 2015（終了）
海外からの研修生向けの日本鍼灸の講習会 2015 年 4 月 2 日（木）～6 日（月）
http://oq83.jp/qho/event/201504/indexJP.php

日程：

2015 年 4 月 5 日（日）9：00～15：30

講師：

吉川正子 テーマ「陰陽太極鍼」

三景 http://oq83.jp/indexJP.php
連絡先： 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町 9 京王ビル 1Ｆ
TEL:03-3252-2149
会場：

住庄ほてる http://www.sumisho-hotel.co.jp/
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 9-14
TEL:03-3661-4603

～その他の講演会の日程～
4 月 2 日（木） 講師：杉山勲

テーマ「脈診」

4 月 3 日（金） 講師：平戸幹四朗

テーマ「両手に竹を持ってするお灸」

講師：新間英雄

テーマ「深谷灸法」

4 月 4 日（土） 講師：福島哲也

テーマ「古代九鍼」

4 月 6 日（月） 講師：坂本浩一

テーマ「はちょうの灸」

講師：畑美奈栄

テーマ「ネパール俸灸」

